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土浦市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変変変変        更更更更        後後後後    変変変変        更更更更        前前前前    

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

No.33【事業名】まちなか

交流ステーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.34【事業名】（仮称）

中心市街地まちなか活性

化活動支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.35【事業名】食のまち

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.36【事業名】土浦まち

なか元気市開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.37【事業名】土浦市産

業祭開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.38【事業名】プレミア

ム付商品券発行事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士

育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

No.33【事業名】まちなか

交流ステーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.34【事業名】（仮称）

中心市街地まちなか活性

化活動支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.35【事業名】食のまち

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.36【事業名】土浦まち

なか元気市開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.37【事業名】土浦市産

業祭開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.38【事業名】プレミア

ム付商品券発行事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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No.39【事業名】土浦桜ま

つり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.40【事業名】土浦まち

なか賑わい彩り・鯉のぼり

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.41【事業名】土浦キラ

ラまつり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.42【事業名】土浦全国

花火競技大会事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.43【事業名】ウィンタ

ーフェスティバル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.44【事業名】かすみが

うらマラソン兼国際盲人

マラソンかすみがうら大

会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.45【事業名】土浦薪能

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.46【事業名】中心市街

地商店街シャッターアー

ト事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.47【事業名】（仮称）

まちなかウェルネスステ

ーション整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.48【事業名】（仮称）

まちなかフラワーロード

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.49【事業名】土浦市観

光物産拠点施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.50【事業名】土浦花火

展示室整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.51【事業名】中心市街

地新規出店者育成支援事

業 

（略） （略） （略） （略） 

No.39【事業名】土浦桜ま

つり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.40【事業名】土浦まち

なか賑わい彩り・鯉のぼり

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.41【事業名】土浦キラ

ラまつり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.42【事業名】土浦全国

花火競技大会事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.43【事業名】ウィンタ

ーフェスティバル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.44【事業名】かすみが

うらマラソン兼国際盲人

マラソンかすみがうら大

会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.45【事業名】土浦薪能

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.46【事業名】中心市街

地商店街シャッターアー

ト事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.47【事業名】（仮称）

まちなかウェルネスステ

ーション整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.48【事業名】（仮称）

まちなかフラワーロード

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.49【事業名】土浦市観

光物産拠点施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.50【事業名】土浦花火

展示室整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

No.51【事業名】中心市街

地新規出店者育成支援事

業 

（略） （略） （略） （略） 
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（略） 

No.68【事業名】 

川口運動公園野球場整備

事業 

【内容】 

運動公園野球場の整備 

【実施時期】 

平成26年度～ 

土浦市  夏の高校野球選手権大会・茨

城県予選の県南地区唯一の会場

である川口運動公園野球場を整

備することにより、県南地区の

野球競技の発展及び各種大会の

決勝戦等を開催する。 

 多くの市民等が参加し、賑わ

いを創出することで来街者の増

加に寄与する本事業は、まちに

来る人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に資する

事業である。 

◆支援措置 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

◆実施時期 

平成 26 年度～

29 年度 
 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

No.17【事業名】水質浄化

噴水施設整備促進事業（再

掲） 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.56【事業名】世界湖沼

会議誘致促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.57【事業名】中心市街

地活性化シンポジウム開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.58【事業名】中心市街

地「まちの駅」おもてなし

事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.59【事業名】土浦繁盛

記事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.60【事業名】駐車場利

用促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.61【事業名】土浦ひな

まつり事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.62【事業名】サウンド

蔵つちうらムーンライト

コンサート開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（４）からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

No.17【事業名】水質浄化

噴水施設整備促進事業（再

掲） 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.56【事業名】世界湖沼

会議誘致促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.57【事業名】中心市街

地活性化シンポジウム開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.58【事業名】中心市街

地「まちの駅」おもてなし

事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.59【事業名】土浦繁盛

記事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.60【事業名】駐車場利

用促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.61【事業名】土浦ひな

まつり事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.62【事業名】サウンド

蔵つちうらムーンライト

コンサート開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 
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No.63【事業名】がんBAR

（バル）土浦！ドリンクラ

リー事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.64【事業名】かすみが

うらマラソン「ランナー

ズ・ヴィレッジ」 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.65【事業名】まちなか

農産物販売「Kトラ市」 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.66【事業名】治安向上

対策事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.67【事業名】障害者社

会参加活動支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

No.69【事業名】水質浄化

環境学習事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.70【事業名】温泉スタ

ンド事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.71【事業名】誰でも楽

しもう霞ヶ浦事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.72【事業名】企業誘致

事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

No.63【事業名】がんBAR

（バル）土浦！ドリンクラ

リー事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.64【事業名】かすみが

うらマラソン「ランナー

ズ・ヴィレッジ」 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.65【事業名】まちなか

農産物販売「Kトラ市」 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.66【事業名】治安向上

対策事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.67【事業名】障害者社

会参加活動支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.68【事業名】 

川口運動公園野球場整備

事業 

【内容】 

運動公園野球場の整備 

【実施時期】 

平成28年度～ 

土浦市  夏の高校野球選手権大会・茨

城県予選の県南地区唯一の会場

である川口運動公園野球場を整

備することにより、県南地区の

野球競技の発展及び各種大会の

決勝戦等を開催する。 

 多くの市民等が参加し、賑わ

いを創出することで来街者の増

加に寄与する本事業は、まちに

来る人を増やすことを目標とす

る中心市街地の活性化に資する

事業である。 

◆支援措置 

該当なし 

◆実施時期 

  ― 

 

No.69【事業名】水質浄化

環境学習事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.70【事業名】温泉スタ

ンド事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.71【事業名】誰でも楽

しもう霞ヶ浦事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

No.72【事業名】企業誘致

事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 
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［２］略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[１]略 

[２]中心市街地活性化協議会に関する事項 

１．略 

２．土浦市中心市街地活性化協議会（平成 24 年 8月設立）及び幹事会 

 （１）土浦市中心市街地活性化協議会（親会） 

    

【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】    
（平成（平成（平成（平成 29292929 年年年年 5555 月月月月 8888 日現在）日現在）日現在）日現在） （敬称略・順不同） 

No 法令根拠 構成員 役職等 氏名 

1 

第 15 条第 1 項 

（商工会議所） 
土浦商工会議所 

会 頭 中川 喜久治 

2 副会頭 横山 和裕 

3 青年部会長 冨田 佳秀 

4 女性会会長 大島 トシ子 

5 
第 15 条第 1 項 

(まちづくり会社) 
土浦都市開発㈱ 常務取締役 伊藤 光二郎 

6 
第 15 条第 4 項 

（市町村） 
土浦市 

副市長 五頭 英明 

  削除 削除 

7 
第 15 条第 4 項 

（商業者） 
土浦商店街連合会 

会長 佐竹 守正 

8 副会長 関 和郎 

9 

第 15 条第 4 項 

（交通関係） 

東日本旅客鉄道㈱土浦駅 駅長 箕輪 敏夫 

10 関東鉄道㈱ 
取締役 

自動車部長 
武藤 成一 

11 NPO法人まちづくり活性化土浦 理事長 大山 直樹 

12 
第 15 条第 4 項 

（住民代表） 

土浦市地区長連合会 副会長 桧山 充康 

13 土浦市女性団体連絡協議会 
調査研究部会 

元部会長 
山根 幸美 

14 

第 15 条第 8 項 

（地域経済） 

㈱アトレ ペルチ土浦 店長 小野 雅充 

15 

土浦市金融団 

幹事行 櫻井 裕之 

16 幹事行 瀬尾 達朗 

17 
(公社)茨城県宅地建物取引業協

会土浦・つくば支部 
副支部長 田中 清美 

［２］略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[１]略 

[２]中心市街地活性化協議会に関する事項 

１．略 

２．土浦市中心市街地活性化協議会（平成 24 年 8月設立）及び幹事会 

 （１）土浦市中心市街地活性化協議会（親会） 

    

【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】【土浦市中心市街地活性化協議会構成員】    
（平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 5555 月月月月 12121212 日現在）日現在）日現在）日現在）    （敬称略・順不同） 

No 法令根拠 構成員 役職等 氏名 

1 

第 15 条第 1 項 

（商工会議所） 
土浦商工会議所 

会 頭 中川 喜久治 

2 副会頭 横山 和裕 

3 青年部会長 横山 恭教 

4 女性会会長 大島 トシ子 

5 
第 15 条第 1 項 

(まちづくり会社) 
土浦都市開発㈱ 常務取締役 伊藤 光二郎 

6 
第 15 条第 4 項 

（市町村） 
土浦市 

副市長 五頭 英明 

7 副市長 小泉 裕司 

8 
第 15 条第 4 項 

（商業者） 
土浦商店街連合会 

会長 瀬古澤 擴 

9 副会長 佐竹 守正 

10 

第 15 条第 4 項 

（交通関係） 

東日本旅客鉄道㈱土浦駅 駅長 箕輪 敏夫 

11 関東鉄道㈱ 常務取締役 武藤 成一 

12 NPO法人まちづくり活性化土浦 理事長 大山 直樹 

13 
第 15 条第 4 項 

（住民代表） 

土浦市地区長連合会 副会長 桧山 充康 

14 土浦市女性団体連絡協議会 
調査研究部会 

元部会長 
山根 幸美 

15 

第 15 条第 8 項 

（地域経済） 

㈱アトレ ペルチ土浦 店長 小野 雅充 

16 

土浦市金融団 

幹事行 飛田 博 

17 幹事行 瀬尾 達朗 

18 
(公社)茨城県宅地建物取引業協

会土浦・つくば支部 
副支部長 田中 清美 
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18 (一社)土浦青年会議所 副理事長 石川 一幸 

19 土浦農業協同組合 常務理事 池田 正 

20 
第 15 条第 8 項 

（教育） 

筑波大学 教授 大澤 義明 

21 つくば国際大学 教授 小島 一夫 

22  （一社）霞ヶ浦市民協会 副理事長 髙木 節子 

23  茨城県建築士会土浦支部 相談役 豊崎 晋也 

     
  オブザーバー 内閣府地方創生推進事務局 参事官補佐 横田 清泰 

  オブザーバー 茨城県商工労働観光部中小企業課 課長 滝 睦美 

 

 （２）土浦市中心市街地活性化協議会幹事会 

【土浦市中心市街地活性化協議会 幹事会名簿】 

（平成（平成（平成（平成 29292929 年年年年 5555 月月月月 8888 日現在）日現在）日現在）日現在）                                                                                                                                        （敬称略・順不同）    

No 構成員 役職等 氏名 備考 

1 土浦都市開発㈱ 常務取締役 伊藤 光二郎 幹事長 

2 

土浦商工会議所 

副会頭 横山 和裕 副幹事長 

       削除       削除  

3 NPO 法人まちづくり活性化土浦 理事長 大山 直樹   

4 土浦市 市長公室長 神立 義貴   

5 土浦市 都市産業部長 船沢 一郎   

  削除      削除       削除   

 

【土浦市中心市街地活性化協議会及び同幹事会の活動経緯】 

年    月日    会議名    内  容    

平成 24年 8 月 6 日 
第1回土浦市中心市街地活

性化協議会（設立総会） 

・中心市街地活性化協議会について 

・中心市街地活性化基本計画概要について 

平成 24年 10 月 22 日 第 1回中活協議会幹事会 
・幹事会について 

・基本計画関連事業について 

平成 24年 11 月 21 日 第 2回中活協議会幹事会 
・中心市街地活性化基本計画について 

・第 2回中心市街地活性化協議会について 

平成 24年 12 月 25 日 第 3回中活協議会幹事会 
・中心市街地活性化基本計画について 

・第 2回協議会提出議案について 

平成 25年 1 月 16 日 
第2回土浦市中心市街地活

性化協議会 
・中心市街地活性化施策の現状と課題 

平成 25年 5 月 9 日 第 4回中活協議会幹事会 ・中心市街地活性化基本計画について 

19 (一社)土浦青年会議所 副理事長 石川 一幸 

20 土浦農業協同組合 常務理事 池田 正 

21 
第 15 条第 8 項 

（教育） 

筑波大学 教授 大澤 義明 

22 つくば国際大学 教授 川田 公仁 

23  （一社）霞ヶ浦市民協会 副理事長 髙木 節子 

24  茨城県建築士会土浦支部 相談役 豊崎 晋也 

     
  オブザーバー 内閣官房副長官補付 追記 横田 清泰 

  オブザーバー 茨城県商工労働観光部中小企業課 課長 箕輪 浩徳 

 

 （２）土浦市中心市街地活性化協議会幹事会 

【土浦市中心市街地活性化協議会 幹事会名簿】 

（平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 5555 月月月月 12121212 日現在）日現在）日現在）日現在）                                                                                                                                        （敬称略・順不同） 

No 構成員 役職等 氏名 備考 

1 土浦都市開発㈱ 常務取締役 伊藤 光二郎 幹事長 

2 

土浦商工会議所 

副会頭 横山 和裕 副幹事長 

3 専務理事 久保田 利夫  

4 NPO 法人まちづくり活性化土浦 理事長 大山 直樹   

5 土浦市 市長公室長 神立 義貴   

6 土浦市 産業部長 飯村 甚   

7 土浦市 都市整備部長 久保谷 秀明   

 

【土浦市中心市街地活性化協議会及び同幹事会の活動経緯】 

年    月日    会議名    内  容    

平成 24年 8 月 6 日 
第1回土浦市中心市街地活

性化協議会（設立総会） 

・中心市街地活性化協議会について 

・中心市街地活性化基本計画概要について 

平成 24年 10 月 22 日 第 1回中活協議会幹事会 
・幹事会について 

・基本計画関連事業について 

平成 24年 11 月 21 日 第 2回中活協議会幹事会 
・中心市街地活性化基本計画について 

・第 2回中心市街地活性化協議会について 

平成 24年 12 月 25 日 第 3回中活協議会幹事会 
・中心市街地活性化基本計画について 

・第 2回協議会提出議案について 

平成 25年 1 月 16 日 
第2回土浦市中心市街地活

性化協議会 
・中心市街地活性化施策の現状と課題 

平成 25年 5 月 9 日 第 4回中活協議会幹事会 ・中心市街地活性化基本計画について 
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・第 3回協議会提出議案について 

平成 25年 5 月 23 日 
第3回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・まちなかグランドデザインの拠点別開発

イメージ 

・新計画の基本的な方針及び目標 

・新計画の部門別事業の内容 

平成 25年 6 月 24 日 
第4回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・新計画の主要事業 

 「土浦市新庁舎整備事業について」  

平成 25年 7 月 25 日 
第5回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・新計画の主要事業 

 「土浦駅前北地区再開発事業について」 

平成 25年 8 月 20 日 
第5回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 6回協議会提出議案について 

平成 25年 9 月 19 日 
第6回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画(案)について 

・新計画の主要事業 

「土浦駅周辺整備事業について」 

平成 25年 10 月 21 日 
第7回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・空き店舗対策事業について 

・協議会意見書（案）について 

平成 25年 12 月 16 日 
第8回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画(案)について 

・協議会意見書（案）について 

平成 26年 1 月 16 日 
第6回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 

・組織体制について[部会] 

・今後のスケジュールについて 

平成 26年 4 月 21 日 
第9回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・計画認定についての報告 

・講演 

平成 26年 7 月 28 日 
第 10 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・進捗状況について 

平成 27年 2 月 23 日 
第 11 回土浦市中心市街地

活性化協議会 

・筑波大学生による土浦まちづくり提案 

・講演 

平成 27年 5 月 13 日 
第7回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 12回協議会について 

平成 27年 5 月 18 日 
第 12 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・平成 26年度進捗状況について 

平成 28年 4 月 26 日 
第8回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 13回協議会について 

平成 28年 5 月 12 日 
第 13 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・平成 27年度進捗状況について 

平成 28年 10 月 6 日 
第9回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 

・土浦市中心市街地活性化基本計画の変更

について 

平成 29年 3 月 31 日 
第 14 回土浦市中心市街地

活性化協議会 

・土浦市中心市街地活性化基本計画の変更

について（報告） 

・土浦港周辺広域交流拠点基本計画の策定

について（報告） 

平成 29年 4 月 28 日 
第 10 回土浦市中心市街地

活性化協議会幹事会 
・第 15回協議会について 

平成 29年 5 月 8 日 
第 15 回土浦市中心市街地

活性化協議会 

・平成 28年度進捗状況について 

・土浦市中心市街地活性化基本計画の変更

について 

・第 3回協議会提出議案について 

平成 25年 5 月 23 日 
第3回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・まちなかグランドデザインの拠点別開発

イメージ 

・新計画の基本的な方針及び目標 

・新計画の部門別事業の内容 

平成 25年 6 月 24 日 
第4回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・新計画の主要事業 

 「土浦市新庁舎整備事業について」  

平成 25年 7 月 25 日 
第5回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・新計画の主要事業 

 「土浦駅前北地区再開発事業について」 

平成 25年 8 月 20 日 
第5回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 6回協議会提出議案について 

平成 25年 9 月 19 日 
第6回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画(案)について 

・新計画の主要事業 

「土浦駅周辺整備事業について」 

平成 25年 10 月 21 日 
第7回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・空き店舗対策事業について 

・協議会意見書（案）について 

平成 25年 12 月 16 日 
第8回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画(案)について 

・協議会意見書（案）について 

平成 26年 1 月 16 日 
第6回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 

・組織体制について[部会] 

・今後のスケジュールについて 

平成 26年 4 月 21 日 
第9回土浦市中心市街地活

性化協議会 

・計画認定についての報告 

・講演 

平成 26年 7 月 28 日 
第 10 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・進捗状況について 

平成 27年 2 月 23 日 
第 11 回土浦市中心市街地

活性化協議会 

・筑波大学生による土浦まちづくり提案 

・講演 

平成 27年 5 月 13 日 
第7回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 12回協議会について 

平成 27年 5 月 18 日 
第 12 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・平成 26年度進捗状況について 

平成 28年 4 月 26 日 
第8回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 
・第 13回協議会について 

平成 28年 5 月 12 日 
第 13 回土浦市中心市街地

活性化協議会 
・平成 27年度進捗状況について 

平成 28年 10 月 6 日 
第9回土浦市中心市街地活

性化協議会幹事会 

・土浦市中心市街地活性化基本計画の変更

について 

 

追記 

 

 

追記 追記 追記 

追記 

 
追記 追記 追記 

追記 

 

 

追記 追記 追記 
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 [３]略 

 

 

 [３]略 

 

 


